
第39回まつえレディースハーフマラソン
 Ⅱ部10km男子（60歳以上の部）結果

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 8805 福﨑 穰司 ﾌｸｻﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島 広島マスターズ陸上 42分05秒
2 8843 林　武男 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ 島根 43分29秒
3 8804 村上 克巳 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾐ 島根 松江陸上クラブ 44分20秒
4 8802 小川 和彦 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 島根 土地家屋調査士 44分48秒
5 8819 徳安 隆志 ﾄｸﾔｽ ﾀｶｼ 鳥取 45分56秒
6 8837 三島 武 ﾐｼﾏ ﾀｹｼ 島根 山陰中央新報社 47分12秒

7 8831 川上 彰 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾗ 鳥取 オンリーワンズ 48分02秒

8 8821 津田 俊男 ﾂﾀﾞ ﾄｼｵ 島根 たまゆの杜 49分11秒

9 8834 松尾 賢一 ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ 鳥取 チーム全力少年 49分14秒

10 8803 荒川 恭行 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾕｷ 島根 松江スキークラブ 50分08秒

11 8845 中村　好孝 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 島根 チーム　タスキ 50分36秒

12 8846 青木　透 ｱｵｷ ﾄｵﾙ 島根 51分48秒

13 8825 安達 基隆 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾄﾀｶ 島根 52分08秒

14 8809 前田 純一 ﾏｴﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 鳥取 52分22秒

15 8829 岩本 謙司 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島根 52分37秒

16 8810 石倉 隆 ｲｼｸﾗ ﾀｶｼ 島根 53分39秒

17 8822 吉元 雅行 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 島根 54分49秒

18 8807 安達 武敏 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾄｼ 島根 チーム颯人 55分51秒

19 8815 小松 万寿夫 ｺﾏﾂ ﾏｽｵ 兵庫 56分12秒

20 8801 大下 誠 ｵｵｼﾀ ﾏｺﾄ 島根 出雲市陸協 56分25秒

21 8808 石賀 敏 ｲｼｶﾞ ｻﾄｼ 鳥取 56分47秒

22 8828 椿 俊司 ﾂﾊﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 島根 57分22秒

23 8806 和久利　誓一 ﾜｸﾘ ｾｲｲﾁ 島根 57分33秒

24 8826 山本 悦正 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 島根 57分34秒

25 8833 小立 孝志 ｵﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 島根 58分01秒

26 8842 中川　昇 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 鳥取 58分13秒

27 8835 吉村 富士夫 ﾖｼﾑﾗ ﾌｼﾞｵ 鳥取 58分25秒

28 8816 道上 哲俊 ﾐﾁｳｴ ﾃﾂﾄｼ 広島 58分48秒

29 8836 今 憲治 ｺﾝ ｹﾝｼﾞ 島根 59分46秒

30 8817 日野 義信 ﾋﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 島根 59分53秒

31 8811 樋野 年英 ﾋﾉ ﾄｼﾋﾃﾞ 島根 1時間00分16秒

32 8847 福島　高明 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｱｷ 島根 1時間01分11秒

33 8823 添田 健 ｿｴﾀﾞ ﾀｹｼ 島根 松江日赤 1時間01分54秒

34 8812 岡本 知巳 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 鳥取 1時間05分21秒

35 8850 岩崎　昭二 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｼﾞ 島根 1時間05分45秒

36 8841 青砥　千也 ｱｵﾄ ｶｽﾞﾔ 島根 大東走友会 1時間07分10秒

37 8832 福島 浩之 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 島根 1時間09分57秒

38 8838 安田 勝文 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾌﾐ 島根 丸永建設 1時間11分40秒
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